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2016 年度の総会報告 

2017 年 4 月 15 日（土）逗子アリーナ第 3 会議室にて総会が開かれ、以下の議案が承認されました。 

・2016 年度活動報告 

  技術指導部、競技企画部、広報部、総務部（納会会計報告を含む）、経理部、会計監査報告 

・2016 年度会計報告                              (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 総会員 268 名         

（正会員   196 名×2500） 

（家族会員  72 名×1000） 

（新入会員  19 名×1000） 

利息 

親睦試合参加費 

（3 大会分、46 名×1000） 

前年度繰越金 
 

 
490,000 

72,000 

19,000 

106 

46,000 

 

652,900 

 

総務部 

技術指導部 
（土曜講習会補助費 142 名×1000） 

競技企画部 

広報部 

経理部 

協会加盟費 

納会補助費 

次期繰越金 

46,934 

142,000 

 

101,799 

74,263 

21,587 

65,000 

75,171 

753,252 

合計             1,280,006 合計 1,280,006 

 

2016 年納会は、関係者のご努力により、低予算で運営することができました。経費使用内訳は下記

の通りです。 

・2016 年納会                                 (単位 円) 

収入の部  支出の部  

クラブからの補助費 

会費 

男性 47 名×5000 

 女性 25 名×4500 
 

75,171 

347,500 

 
 

会場費 

交通費 

事務用品・コピー費 

賞品費 

雑費 

反省会費 

375,000 

2,498 

10,397 

18,806 

3,970 

12,000 

合計             422,671 合計 422,671 

 

・規約の改正について 

逗子市テニス協会へ理事を派遣するために、下記の通り規約の改正を行うことが承認されました。 

新規約 現規約 

10 条（役員及び役員会） 

（1） 本会に次の役員を置く。 

会長、副会長（若干名）、特命担当役員（若

干名）及び各担当役員(技術指導部長、競

技企画部長、広報部長、経理部長、総務部

長)。尚、各部の副部長(1～2 名)及び部員

は各部長が選任する｡  

10 条（役員及び役員会） 

（1） 本会に次の役員を置く。 

会長、副会長（若干名）及び各担当役員(技

術指導部長、競技企画部長、広報部長、経

理部長、総務部長)。尚、各部の副部長(1

～2 名)及び部員は各部長が選任する｡  
 



・2017 年度役員と監査役の選任 

会長 石川 公一 

副会長 加藤 誠 

特命担当役員 久田見 直樹（逗子市テニス協会理事担当） 

技術指導部長 浮邊 伸行 

競技企画部長 加藤 誠 

広報部長 末延 龍雄 

総務部長 藤原 功紹 

経理部長 道山 章子 

監査役 水嶼 豪 

注）安井副会長は 2016 年度をもって退任されました。 

・2017 年度活動計画案及び予算案 

  技術指導部、競技企画部，広報部、総務部，経理部 

・2017 年度予算案                           (単位 円) 

収入の部  支出の部  

会費 

正会員 （2,500 円/人） 

家族会員（1,000 円/人） 

入会金 （1,000 円/件） 

前期繰越金 
 
 

600,000 

 

 

 

753,252 

 
 

総務部 

技術指導部（土曜講習会補助費） 

競技企画部 

広報部 

経理部 

協会加盟費 

納会補助費 

予備費 

次期繰越金 

70,000 

150,000 

100,000 

110,000 

30,000 

65,000 

100,000 

20,000 

708,252 

合計 1,353,252 合計 1,353,252 

 

・2017 年の部員の所属 規約に従い、2017 年度の部員の所属を次のとおりとします。 

苗字の 50音 所属部署 主な活動内容 

あ行 競技企画部 クラブが関係する大会の運営への協力 

か行 広報部 WhiteLine への記事の掲載、情報提供への協力 

さ行、た行 経理部 入会金や会費の間違い、名前間違い防止への協力 

な行、は行 総務部 

第一運動公園コート申込み支援、入会希望者受付支

援、パーティー委員の支援 

ま行、や行、ら行、わ行 技術指導部 

土曜講習会の運営への協力（練習前のネットやボー

ルの準備、参加者の確認、古くなったボールの分別、

コート外に出たボールの収集など） 

 

参考資料 

2017 年度の土曜講習会、（池子第一運動公園テニスコート） 

内容 期間・日程 使用面数・時間 

初級・中級講習会 

    

2017 年 4月～8月 

2017 年 9月～2018 年 3月 

毎月第 1、第 3、第 5 土曜日：8-12 時（夏季時間） 

毎月第 1、第 3、第 5 土曜日：9-13 時（冬季時間） 

フリー練習会 2017 年 4月～8月 

2017 年 9月～2018 年 3月 

毎月第 2、第 4土曜日：8-12 時 （夏季時間） 

毎月第 2、第 4土曜日：9-13 時 （冬季時間） 

今年度から優先枠が更に減っています。皆さんで協力してコートの確保をお願いします。 



2017 年度逗子テニスクラブ内親睦テニス大会予定 

行事 予定 

逗子テニスクラブ内親睦テニス大会 

（池子の森テニスコート） 

� 平成 29 年 7 月 17 日（月・祝） 

� 平成 29 年 9 月 10 日（日） 

� 平成 29 年 11 月 26 日（日） 

� 平成 30 年 3 月 21 日（水・祝） 

 

2017 年度（17 年 4 月～18 年 3 月）逗子市テニス協会関連行事スケジュール 

当クラブ会員（競技企画部）が運営を担当する行事（網掛け部分） 

 逗子市テニス協会行事（運営団体） 場所 下記日程は協会での予定日 

1 第 41 回都市対抗県大会（テニス協会） 厚木県央 4/8(土)、4/9(日)、4/23(日)予備日 

2 第 76 回春季オール逗子ダブルステニス

大会（テニス協会） 

池子 4/2(日)、4/9(日) 

3 第 24 回市民テニス スクール（テニス協

会） 

池子 4/29(土祝)、5/3(水祝)、5/4(木祝)、

5/5（金祝）、 5/7（日)、予備日 5/14(日) 

全 5 回 AM10:00-12:00  2 面  

4 第 27 回オール逗子ミックスダブルステ

ニス大会（ZTC） 

池子 6/4(日)、6/11(日) 

 

5 2017 ジュニア・サマーテニススクール

（テニス協会） 

池子 8/2(水)～8/5(土)（全 4回）・4面 

水、木、金は 9-11 時、土は 8-10 時 

6 第 38 回市民テニス大会（グリーンヒル

テニスクラブ） 

池子/久木 9/17(日)と 9/18(月祝)、 

予備日 10/1(日) 

7 第 24 回オール逗子シングルステニス大

会（ZTC） 

池子 10/9(月祝) 

8 

 

第 77 回秋季オール逗子ダブルステニス

大会（第 24 回オール逗子シングルス大

会の準決勝、決勝も同時開催）（ZTC） 

池子 11/3(金祝)、11/5(日) 

 

9 近隣テニス協会との親善テニス大会（テ

ニス協会） 

池子 11/23(水祝)9 時～17 時、4面 

10 

 

逗子市スポーツクラブ（テニス） 

うみかぜクラブ・テニス支援 

(地域体育会スポーツクラブ支援行事) 

（テニス協会） 

池子 毎月第 2,4 土曜 1面 

毎月第 1,3 月曜 2面 

 4～8 月(夏)8 時～12 時 

 9～3 月(冬)9 時～13 時 

11 逗子市テニス協会団体戦 

（逗子テニス協会） 

池子 12/3(日)9～17 時 4 面 

12 審判講習会（逗子テニス協会） 池子 平成 30年 3月 18日(日)9～13時/2面 

13 逗子チャレンジデースポーツテニス 池子 5/31(水)9～17 時 2 面 

14 市民祭り 2017 テニス講習会（逗子市商

工会協力行事）（テニス協会） 

池子 10/15(日) 10-16 時 2 面 

雨天の時予備日 10/22(日)  

15 市民スポーツの祭典 池子 11/11(土)9～17 時 2 面 

16 地区対抗テニス大会 池子 11/12(日)、予備日 11/19(日)  

 

  
ご自分の 2017 年度の会費納入の有無について確認を希望される方は、ホームページからお問合

せください。ホームページからのお問合せが困難な場合は、土曜講習会開催時間にお出でいただ

くか、下記メールアドレスにお問合せください。逗子テニスクラブ経理部役員及び土曜講習会の

会計担当者に確認のうえ、お知らせいたします。 

メールアドレス：ztc1975+support@gmail.com 

 



副会長退任のご挨拶副会長退任のご挨拶副会長退任のご挨拶副会長退任のご挨拶    

“えーー 本当かな！！“と自分でもびっくり

するほど年をとるのは早いもので、気がつけば

80 歳（傘寿）を迎えてしまいました。傘寿と聞

けば、その昔、故小室元会長の祝いの席を設けた

際に、小室さんの似顔絵を画いた色紙を贈ったも

のですが、まさか自分がその年になってテニスを

楽しんでいるとは思いもよりません。 
これを機に、クラブ運営の若返りを図るべきだ

との思いから副会長職を辞任することを決意し、

役員会で了承頂きました。 
思えば、40 年前クラブに入会させていただき、

それから間をおかずに ｢安井さん。クラブ運営

に参加してくれないか？ まあ、1、2 年でも良

いから頼むよ｣と言われ、「1、2 年ならやりまし

ょう」と引き受けてしまいましたが、その後すぐに幹事長を任されたのが運のつき、一向に止めさせ

てもらえず、気がつけば綿々と 40 年余り役員を務めることになってしまいました。この度、80 歳に

なったところでしっかりと区切りをつけ若い人に譲ろうと役員を辞任することを決意し、役員会に諮

り、副会長職を退任することで承認された次第です。 
本当に長いこと役員を勤めさせていただきましたが、これもひとえに皆様のご支援の賜物と感謝

いたします。なにぶん力量不足にて皆様にご迷惑をおかけしてきたと反省しておりますが、まあ何と

か ZTC のロゴマークだけでも私の実績として残っているといいなと思っております。 
まだ多少体力も残っており、テニスが大好きなので一介のクラブ員として引続きクラブライフを

楽しみたいと思いますので、多少のいじめは耐え忍びますので遊んでやってください。 
本当に長いことご支援ご鞭撻を賜りありがとうございました。皆様のますますのご健勝と、楽し

いテニスライフが続いていかれますよう祈念いたします。（安井敏之） 

    

逗子テニスクラブ逗子テニスクラブ逗子テニスクラブ逗子テニスクラブのののの年年年年会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）（会員全員が対象となります。）    
 
2017 年 4 月 1 日より 2017 年度の年会費納入をお願いしています。 
振込み口座は下記のとおりです。 

記 

銀行名：みずほ銀行 逗子支店 （普通預金） 口座番号  １１１１３８１  

口座名：ズシテニスクラブ ミチヤマ アキコ 

会費：正会員 2500 円、 家族会員 1000 円  

納入期限：2017 年 6 月末日 

6666 月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。月末迄に会費未納入の方は退会扱いとなります。退会後に、再度の退会後に、再度の退会後に、再度の退会後に、再度の入会入会入会入会を希望されるを希望されるを希望されるを希望される

方は、方は、方は、方は、改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。改めて新入会の手続きが必要となります。第一運動公園第一運動公園第一運動公園第一運動公園テニスコートテニスコートテニスコートテニスコートでの「土曜での「土曜での「土曜での「土曜

講習会」講習会」講習会」講習会」開催時に開催時に開催時に開催時に、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。、入会受付の担当者がおります。その際はその際はその際はその際はお申し出下さい。お申し出下さい。お申し出下さい。お申し出下さい。    

（（（（新入会費新入会費新入会費新入会費 1,0001,0001,0001,000 円円円円と年会費と年会費と年会費と年会費 2500250025002500 円の納入となります円の納入となります円の納入となります円の納入となります。）。）。）。）ご注意下さい。ご注意下さい。ご注意下さい。ご注意下さい。    

 

池子コート池子コート池子コート池子コート「土曜講習会」「土曜講習会」「土曜講習会」「土曜講習会」の年会費の年会費の年会費の年会費納入納入納入納入のお願いのお願いのお願いのお願い（上記（上記（上記（上記とは別のとは別のとは別のとは別の振込です）振込です）振込です）振込です）    

 

逗子テニスクラブ会員で土曜講習会に参加される方は、逗子テニスクラブ年会費の納入とは別に 

土曜講習会の 2017 年度の年会費納入をお願いします。土曜講習会の場で会計事務担当(藤原さん)に

現金でお支払いいただくか、下記の口座にお振込みください。 

記 

銀行名：みずほ銀行 逗子支店 （普通預金） 口座番号  １９８７９４５  

口座名：ドヨウコウシュウカイ 

会費： 3000 円 

（ご家族分まとめての振込みも可能です。その際は振込み人名にご家族のお名前も付記して下さい。）    

    

    ご注意：第ご注意：第ご注意：第ご注意：第 2222、第、第、第、第 4444 土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も土曜日のフリー練習会にのみ参加されている逗子テニスクラブ会員も    

                    「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。「土曜講習会」の年会費の納入が必要です。    

2017 年 5月 21 日 


